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ノルディックウォーク教室  受講生

　クロスカントリースキーのように２本の
ポールを使って行うウォーキングです。

７月７日㈰ 10:30～12:00
20人（申し込み先着順）
一般1,000円、中学生以下500円

　（ポールレンタル料含む）
６月８日㈯から

布引グリーンスタジアム
　☎0748-20-1230　 0505-802-8801

ウェルネス八日市  ☎0748-22-8800　
　　　　　　　　　       0505-801-1137

ウォーキングエクササイズ
６月５日㈬・19日㈬10:00～11:10
500円

有酸素運動とヨガで健康に
６月12日㈬ 10:00～11:30　 500円

 西堀榮三郎記念探検の殿堂   ☎0749-45-0011　
　　　　　　　　　　　　　　 0505-802-2291

写真で見る昭和基地の今、昔
　半世紀前に西堀越冬隊長が過ごした昭
和基地の暮らしと今を写真で比較して紹介

６月15日㈯～平成26年１月19日㈰

 八日市まちかど情報館   ☎0748-23-4528　
　　　　　　　　　             050-8035-8083

本町パサージュ2013「アートが街にやってくる」
　手作り作品の展示や販売、実演など

６月８日㈯10:00～15:00
八日市本町商店街アーケード通り

あかね文化ホール  ☎0748-55-0207　
　　　　　　　　　       0505-801-0207

有酸素運動とヨガで健康に
６月５日㈬・19日㈬10:00～11:30
500円

簡単！リズム体操　
６月６日㈭・27日㈭ 10:00～11:30
300円

音楽の散歩道
　「尺八アンサンブル」田代慎山さん

６月13日㈭10:00～11:45　 500円
親子で楽しくリトミック

６月26日㈬ 10:00～11:00
３歳までの幼児と保護者　 １組300円

  近江商人博物館   ☎0748-48-7101　
　　　　　　　　　            0505-802-3134

春季企画展（後期）
「こころのふる里を描く・中路融人展」
　新たに展示した作品・スケッチをお楽
しみください。

６月23日㈰まで
200円（小中学生100円）

  能登川博物館　☎0748-42-6761　
　　　　　　　　　        0505-801-6761

地球一周×３　紋
も ん き

切りの旅
６月９日㈰まで
　　

「ナマステ（インド）」
▲

  八日市文化芸術会館  ☎0748-23-6862
　　　　　　　　　               0505-801-6862

ベビーと一緒にコンサート
　妊婦さんや幼児をつれたご家族で楽
しむコンサートです。

６月５日㈬10:30から　
400円（子ども100円）

中国影絵「西遊記」
　カラフルな人形たちが大型スクリーン
を変幻自在に動きます。

６月８日㈯
　14:00開演

1,000円（前売券）
　 1,200円（当日券）

の市民相談６ 月 市民生活相談課　　☎ 0748-24-5616（直通）
  　　　　　　　　　 0505-801-5616

相談項目 相談日 相談時間 相談場所
法律相談

（予約制）
※弁護士による
　相談。１人30
　分まで。年度
　内１回、利用
　可能

11日㈫ 13:00～16:30 市役所　市民生活相談課
※電話予約受付（先着７人）６月４日㈫８:30から

18日㈫ 13:00～16:30 市役所　市民生活相談課
※電話予約受付（先着７人）６月11日㈫８:30から

25日㈫ 13:00～16:30 市役所　市民生活相談課　
※電話予約受付（先着７人）６月18日㈫８:30から

登記・相続相談
※土地家屋調査
　士による相談

21日㈮ 13:00～16:00 市役所　市民生活相談課

行政相談
※行政相談委員
　による相談

４日㈫ ９:00～12:00 能登川保健センター　１階相談室

６日㈭
９:00～12:00 永源寺地域産業振興会館　３階303号室
13:30～16:00 湖東支所　１階自治振興室

13日㈭ ９:00～12:00 愛東支所　会議室２
18日㈫ ９:30～12:00 五個荘支所　１階相談室
26日㈬ ９:00～12:00 蒲生支所　２階201会議室
28日㈮ ９:30～12:00 市役所　３階３B会議室

その他相談 月～金曜日 ９:00～16:00 市役所　市民生活相談課

人権課　☎0748-24-5620（直通）　 0505-801-5620

特設人権
なんでも相談
※人権擁護委員
　による相談
※３日、４日は、
　「人権擁護委
　員の日」特設
　人権相談

３日㈪

９:00～12:00
永源寺地域産業振興会館　１階相談室
五個荘支所　１階相談室
愛東支所　会議室２

９:00～16:00
能登川保健センター　１階相談室
蒲生支所　２階201会議室

13:00～16:00 市役所　２階２Ｃ会議室
４日㈫ 13:30～16:00 湖東支所　１階自治振興室

子どもに
関する相談

月～金曜日 ８:30～17:15 市役所別館１階
こども支援センター ☎ 0748-24-5663

・ぎゃくたいほっとライン ☎0748-24-5687
・でんわ相談 ☎0748-24-1111

※上記以外で緊急の場合は、市役
　所代表番号（0748-24-1234）

心のやすらぎ相談
７日㈮、21日㈮ ９:00～12:00 予約が必要

男女共同参画課　☎0748-24-562424日㈪ 14:00～17:00
介護者の悩み相談
（ミモリの会） 12日㈬ ９:30～11:30 高齢者やすらぎ交流ハウス（八日市上之町）

いきいき支援課　☎0748-24-5641

消費生活相談 月～金曜日 ９:00～16:00 消費生活センター（市民生活相談課内）
・相談専用電話　☎0748-24-5659

※上表の中で、祝日・休日は実施していません。
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東近江市民体育大会  参加者

◆剣道
６月９日㈰　 布引運動公園体育館
当日会場で申し込み

◆ソフトテニス
６月16日㈰　 ひばり公園テニスコート
６月10日㈪まで

※参加資格など、詳しくはお問い合わせ
ください。

スポーツ課
　☎ 0748-24-5674　 0505-801-5674

滋賀県民体育大会  参加者

　本市の代表として参加いただける選
手を募集します。
◆種目：ホッケー、レスリング、セーリン
グ、ハンドボール、相撲、ライフル射撃、
アーチェリー、空手道、クレー射撃、な
ぎなた、ボウリング、スポーツ拳法

６月10日㈪まで ※申し込み多数の場
合、予選があります。参加資格、開催
日など詳しくはお問い合わせください。

スポーツ課
　☎ 0748-24-5674　 0505-801-5674

滋賀県障害者スポーツ大会  参加者

◆ボウリング競技
７月28日㈰　 大津ボウル（大津市）
療育手帳をお持ちの人
６月12日㈬まで

障害福祉課　☎0748-24-5640
　 0505-801-5640　FAX  0748-24-1052
　または各支所

ソフトバレーボール大会  参加者

６月30日㈰９:00から
布引運動公園体育館
①レディースの部（中学生以上の女性

４人）②ブロンズの部（中学生以上の男
女各２人の計４人）③シルバーの部（40
歳以上の男女各２人の計４人）

1 チーム2,000円　 ６月15日㈯まで
東近江バレーボール協会　中川　

　☎ 090-8886-3560

サマーホリデー指導員

　養護学校や特別支援学級に通う子ども
たちが、夏休み期間中の17日間、市内６
つの会場で地域の人 と々ふれあい、工作
やプールなどで楽しく過ごします。活動の
運営や参加児童のサポートをしてくださる
指導員を募集します。（事前研修あり）
報酬：1 日5,000円

社会福祉協議会 地域福祉課
　☎0748-20-0555　 0505-801-1125

のびのび親子の教室
～お母さんといっしょ～

　お母さん同士や保育士と一緒に、子
どもの気持ち・発達を理解して、子育
てが楽しくなるような子どもとの関わり
方を見つけます。（全４回）
◆場所と開催日（いずれも10:00～11:30）
◇八日市保健センター
　７月２日㈫、９日㈫、16日㈫、23日㈫
◇湖東保健センター、能登川保健センター
　７月４日㈭、11日㈭、18日㈭、25日㈭
◇蒲生支所
　７月３日㈬、10日㈬、17日㈬、24日㈬

平成23年７月～平成24年１月生まれの子
と母親　 各10組（申し込み先着順）

６月３日㈪から
子育て支援センター

　八日市　☎0748-22-8201
　湖東　　☎0749-45-4011
　能登川　☎0748-42-8510
　蒲生　　☎0748-55-4889

地域密着型サービス事業所

　「東近江市高齢者保健福祉計画・介
護保険事業計画（第５期）」に基づき、
次の地域密着型サービス事業所を募集
します。
◆募集施設：小規模特別養護老人ホーム

（地域密着型介護老人福祉施設）１か所
※居室は29床以下、ユニット型個室によ
る整備とする。
◆条件：平成25年度中に整備が完了で
きること。完了後速やかに事業開始（お
おむね１か月以内）できること。

６月下旬に募集要項を公表し、公募
受付を行います。

長寿福祉課
　☎0748-24-5645　 0505-801-5645

ライフロング事業  講座受講生

　八日市文化芸術会館（主催）を拠点に、
市内の施設で生涯学習の輪を広げます。
男のヨガ入門

６月13日㈭14:00～15:15
八日市文化芸術会館　 500円

自然食を学ぼう～オーガニックで健康に
６月22日㈯、７月６日㈯９:30～12:00
湖東コミュニティセンターほか
12人　 4,000円（材料費含む）

収納アドバイス講座
６月28日㈮10:00～11:30
八日市文化芸術会館

八日市文化芸術会館
　☎0748-23-6862　 0505-801-6862

水泳教室受講生

６月16日～８月18日の毎週日曜日（全７
回）※６月23日、７月21日、８月４日を除く
９:30～10:30　 布引運動公園プール

６歳～12歳　 5,60 0円
東近江水泳連盟（川部）

　☎0748-37-1010

布引運動公園フィットネス教室受講生

教室名 開催日時（各10回）

Ｚ
ズ ン バ

ＵＭＢＡ＊
7,000円

７/１～９/16（毎週月曜）
　　19:45～20:30

ヨガピラティス
8,500円

Ⓐ７/４～９/19（毎週木曜）
　 　 19:00～20:00
Ⓑ７/４～９/19（毎週木曜）
　 　 20:15～21:15

スタイルup
ウォーキング
＆ボールエク
ササイズ ＊

8,500円

Ⓐ７/２～９/10（毎週火曜）
　 　 10:00～11:00
Ⓑ７/４～９/19（毎週木曜）
　 　 13:30～14:30

ＬＧスポーツ
入門コース＊

8,500円

Ⓐ７/５～９/13（毎週金曜）
　 　 ９:30～10:30

ＬＧスポーツ＊
8,500円

Ⓑ７/５～９/13（毎週金曜）
　 　 10:40～11:40
Ⓒ７/４～９/12（毎週木曜）
　 　 20:00～21:00
Ⓓ７/２～９/10（毎週火曜）
　 　 20:00～21:00

16歳以上　 ６月１日㈯９:00から
受講料を添えてお申し込みください。
＊印は体験参加ができます（１回500円）

布引運動公園体育館 
　☎0748-25-2633　 0505-801-2633
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東近江よかよかまつり

　障がいのある人と地域のみなさんとの
交流の場として開催します。バンド演奏
などのステージ発表や展示、模擬店な
ど楽しい内容です。みなさんの参加を
お待ちしています。

６月15日㈯10:00～15:00
あかね文化ホール
障害福祉課　☎0748-24-5640

　 0505-801-5640　FAX0748-24-1052

「都市計画道路見直し素案」
意見募集

　都市計画道路の見直し素案を作成し
ました。みなさんのご意見を募集します。
◆公表方法：都市計画課、各支所および
　市役所行政情報コーナーに素案を設置。
　市のホームページにも掲載。
◆募集期間：６月21日㈮まで
◆提出方法：郵送（メール・FAX 可）ま
　たは都市計画課までご持参ください。

都市計画課　☎ 0748-24-5655　
　 0505-801-5655　FAX0748-24-5693
〒527-8527 東近江市八日市緑町10番５号
ﾒｰﾙｱﾄ゙ ﾚｽ toshikei@city.higashiomi.shiga.jp

日本女性会議〈男女共同参画〉
2013あなん　参加者

「いきいきわくわく
　 小さなまちから新たなるステージ！」
　参加費用の一部を助成します。詳しく
はお問い合わせください。

10月11日㈮～12日㈯
阿南市スポーツ総合センター（徳島県）
２人　 ６月28日㈮まで

男女共同参画課
　☎0748-24-5624　 0505-801-5624

「米寿（88歳）」記念写真の撮影

　88歳（米寿）を迎えられるみなさんの
記念写真を撮影・掲額し贈呈します。
◆撮影時期：７月中旬から

市内在住で、大正14年１月１日～12 月
31日生まれの人　 ６月21日㈮まで

社会福祉協議会 地域福祉課
　☎0748-20-0555　 0505-801-1125

未就園児事業「親子みらいちゃんルーム」

内容：親子ふれあい体操
開催日 開催場所

６月14日㈮ やわらぎホール
６月18日㈫ 愛東支所
６月21日㈮ 布引体育館
６月25日㈫ ぷらざ三方よし
６月28日㈮ 蒲生コミュニティセンター

いずれも10:00～11:30
各会場50組（申し込み先着順）
平成23年６月～平成24年８月生まれの

子と保護者
各地区の子育て支援センター

　八日市　☎0748-22-8201
　湖東　　☎0749-45-4011
　能登川　☎0748-42-8510
　蒲生　　☎0748-55-4889

延命荘しゃんしゃんカレッジ受講生

開催日時 内容・金額
７月５日㈮
13:30から

和菓子を作ってみよう
 300円程度

８月21日㈬
９:30から

日常の健康管理につい
てのお話

９月19日㈭
９:30から

コケ玉づくりに挑戦
1,000円程度

11月１日㈮ 館外研修（行先未定）
2,500円程度

11月29日㈮
９:00から

木工クラフトを体験しよう 
500円程度

12月10日㈫
９:30から

DECOクレイクラフト
（ソフト粘土）

1,000円程度

おおむね60歳以上
延命荘　

　☎0748-22-6000　 0505-801-6000

職　種 募集人数 受験資格

上級事務職 12人程度 ●昭和58年４月２日から平成４年４月１日までに生まれた人

保健師 ２人程度
●昭和58年４月２日以降に生まれた人
●保健師資格を有する人、または平成26年３月末までに取得が
　確実な人

上級技術職
（建築）

１人程度

●昭和58年４月２日以降に生まれた人
●１級建築士、または２級建築士の資格を有する人、もしく
　は建築士法第14条または第15条に規定する科目を修めて大
　学等を卒業した人、もしくは平成26年３月卒業見込みの人

幼稚園教諭
保育士

12人程度
●昭和58年４月２日から平成６年４月１日までに生まれた人
●幼稚園教諭免許および保育士資格を有する人、または平成
　26年３月末までに取得が確実な人

図書館司書 １人程度
●昭和58年４月２日から平成６年４月１日までに生まれた人
●司書資格を有する人、または平成26年３月末までに取得が
　確実な人

◆申込期間＝６月17日㈪まで◆申込用紙は職員課に請求してください。◆第１次試験
日＝７月28日㈰◆試験会場＝びわこ学院大学　詳しくはお問い合わせください。

市職員採用試験（平成26年４月１日採用）
　 職員課　☎0748-24-5601　 0505-801-5601

市営住宅入居者定期募集
住宅課　☎ 0748-24-5652　 0505-801-5652

団地名（所在地） 戸数 構　造 間取り 月額家賃 敷　金

ひばり丘（ひばり丘町）
準特定優良賃貸住宅（公営型）

２戸 中層耐火３階建 ２LDK 23,800円～35,400円 71,400円～106,200円

簗瀬（五個荘簗瀬町）１戸 中層耐火３階建 ３DK 18,600円～27,800円 55,800円～83,400円

神郷（神郷町）
単身入居可

１戸 簡易耐火２階建 ３DK 14,800円～22,000円 44,400円～66,000円

◆入居可能日＝平成25年７月22日㈪から　※入居可能日から家賃が必要
６月14日㈮～21日㈮（土・日を除く８:30～17:15）※住宅課で相談後、住宅課へ書類

を提出。入居申し込みには、資格条件があります。　選考方法＝応募多数の場合は、市
営住宅運営委員会が住宅困窮度により入居者を決定。選考が難しい場合は公開抽選。
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児童手当の「現況届」は６月中に

　現在、児童手当を受給している人（平
成25年５月分まで受給している人）は、

「現況届」の提出をお願いします。
　これは、６月１日現在の状況を届出い
ただき、引き続き資格要件があるかどう
かを確認するためのものです。提出がな
い場合は、６月分以降の支給が停止し
ますので、忘れずに提出してください。
※必要書類など詳しくは案内通知をご
覧ください。

６月１日～30日（土・日除く）８:30～17:15
こども家庭課または各支所（郵送可）

◆６月10日㈪は、児童手当（２～５月分）
の支給日です。
※金融機関によって振り込みの時間帯
が異なります。

こども家庭課
　☎ 0748-24-5643　 0505-801-5643

し尿収集業務のお休み
（八日市・永源寺・五個荘・能登川・蒲生地区）

６月
 １日㈯・２日㈰･８日㈯・９日㈰
15日㈯･16日㈰･22日㈯･23日㈰
29日㈯･30日㈰

クリーンぬのびき広域事業協同組合
　☎0748-23-0107
◆愛東・湖東地区の定期収集は、湖東
　広域衛生管理組合（☎0749-35-4058）
　で手続きをしてください。

生活環境課
　☎0748-24-5633　 0505-801-5633

びわ湖の日一斉清掃

　７月１日の「びわ湖の日」にあわせた、
ボランティアによる一斉清掃を実施します。

７月１日㈪９：00～11：30（雨天決行）
能登川漁業協同組合漁港（栗見出在

家町）※駐車場が少ないため、能登川
支所から出る送迎バス（８:30出発）をご
利用ください。

廃棄物対策課
　☎0748-24-5636　 0505-801-5636
　能登川支所
　☎0748-42-9912　 0505-801-9912

市民ギャラリー

◆ヨシペンで描く 横好き画展
６月３日㈪～14日㈮

◆工作クラブ員の工作作品展示
６月３日㈪～28日㈮

◆男女共同参画展
６月18日㈫～28日㈮
生涯学習課　

　☎0748-24-5672　 0505-801-5672

きこえの福祉講座

　補聴器の効果などを体験者にお話い
ただくミニ講習などのほか、希望者には
聴力検査と個別相談を実施します。
　また、話の内容をわかりやすく伝える
要約筆記（文字による通訳）もあります。

６月15日㈯ 13:30～17:00
　（聴力検査の受付は15:00まで）

能登川勤労者会館
※補聴器など機器の購入はできません。

滋賀県立聴覚障害者センター
　☎077-561-6111　FAX  077-565-6101

特定計量器（小型はかり）定期検査

　商店や工場などで取引・証明に使用す
る特定計量器の定期検査を行います。対
象となる事業所・店舗には、一般社団法
人 滋賀県計量協会から案内ハガキが後
日、届きます。
　検査当日は、小型はかりをご持参くだ
さい。また、小型はかりを所有し、今ま
で受検をしていない事業所・店舗は、ご
連絡ください。
対象地区 日時・場所

永源寺 ７月１日㈪10:00～12:00
旧永源寺町役場　車庫

五個荘 ７月２日㈫10:00～11:30
ぷらざ三方よし

蒲生 ７月２日㈫13:30～15:30
蒲生支所　公用車庫

能登川 ７月４日㈭10:00～15:00
能登川支所　公用車庫

八日市
愛東
湖東

７月５日㈮10:00～15:00
水道事業所　防災倉庫

※愛東・湖東地区で、平成24
年度に検査をされている場合、
今回は免除となります。

商工労政課
　☎0748-24-5565　 0505-802-9540

障害者相談員にご相談ください

　障害者相談員（身体、知的）のみな
さんです。お困りのときは、ご相談くだ
さい。　　　　　　　　　　（敬称略）
身体障害者相談員 任期 平成27年３月31日まで

氏　名 住　所 電話番号
市川日出夫 今堀町 0748-23-4735
大森新七郎 昭和町 FAX   0748-22-8596
川元喜代司 市辺町 0748-24-2039
澤村　康夫 中里町 0749-45-0649
田中　　弘 佐野町 0748-42-3761
中村専一郎 中戸町 0749-46-1622
中村　輝夫 青野町 0748-27-0675
夏原　　稔 東沖野五丁目 0748-23-4433
西村　裕子 五個荘河曲町 0748-48-7374
林　　　巖 下麻生町 0748-55-0782
本多伊久雄 林田町 0748-24-5118
村林　嵩雄 川南町 0748-42-0401
山名　保男 沖野二丁目 0748-22-4474
山本　正男 五個荘小幡町 0748-48-3597
脇　　眞澄 乙女浜町 0748-45-0077

知的障害者相談員 任期 平成27年３月31日まで

障害福祉課　☎0748-24-5640
　 0505-801-5640　FAX  0748-24-1052

能登川清掃センターのお休み

◆期間：６月13日㈭～18日㈫
　期間中は、粗大ごみ、不燃ごみなど
の搬入ができません。

廃棄物対策課
　☎0748-24-5636　 0505-801-5636

16日㈰は家族ふれあいサンデー

　毎月第３日曜日は家族ふれあいサン
デーです。高校生以下の子どもを含む
家族は、「ふれあいカード」を持参すると、
ふれあいカード裏面に記載の施設で入
館料無料などの優待が受けられます。

生涯学習課
　☎0748-24-5672　 0505-801-5672

氏　名 住　所 電話番号
井田さだ子 幸町 0748-22-2307
黄地久美子 長町 0749-45-0533
谷田惠美子 箕川町 0748-29-0075
平山美智子 佐野町 0748-42-3261
安井　　治 鋳物師町 0748-55-0770
山川美智子 五個荘石馬寺町 0748-48-2239


